“ないもの
ねだり”
ではなく
“あるもの
活かし”
後藤寺
まちづくり
５⼈の⼥に、
１⼈の男が⼿を差し伸べた︕

講座カリキュラムスケジュール

第1回 事業キックオフ
私たちは、気づいてしまった︕
後藤寺のまちの課題洗い出しワールドカフェ♫
このまちには、ないものが・・無いと。
JR、平成筑豊鉄道、⻄鉄バス、商店街、
第2回 ★公開講座「応援の連鎖がまちを変える
保育所、幼稚園、小学校、中学校、高校、
〜⽇南市油津商店街再生事業〜」
⾦融機関などなど・・・
かつての賑わいを取り戻そうと、ねだっ
第3回 後藤寺のまちを歩いてみよう︕
てばかりいた。しかし、今あるものを活
フィールドワーク♫&交流会
かしていなかったことに、気づいてし
まった。
第4回 未来を形に︕
それは、このまちを思う人々の熱い気持
思い描くまちの未来予想図を作ろう︕
ちから活かされた。
私たちのまちは、みんなでつくる︕

第5回 ★公開講座「誰もが主人公になれるまち」

第6回 未来予想図をよりよいものに。
これは、ふらっと参加した「福岡県⼥性
最終案をまとめよう︕
による元気な地域づくり応援講座事業」
の説明会をきっかけに始まった、地域を、
第7回 みんなで作った未来予想図をプレゼンテーション♪
まちを、市を動かす壮大なまちづくりプ
ロジェクトと化すであろうエピローグで
ある。
上がった幕は⼆度と降りることはない。
決定‼
なぜなら、 『あの頃の後藤寺の再生』で
3/13（火）14時〜
はなく、『あらたな後藤寺の新生』であ
るから・・・
田川市⻑に
未来予想図を
こどもたちの未来のために。
提案します︕
わたしたちのこれからのために。
みんなで市⻑に
プレゼンしよう♪

主催︓ないある後藤寺実⾏委員会

（TAGATAN CLUB & 田川市 & 田川市男⼥共同参画センター「ゆめっせ」）
アドバイザー︓⽊藤亮太（元日南市油津商店街テナントミックスサポートマネージャー）

第1回
参加者

事業キックオフ
来
賓
17 名
メンバー・実⾏委員 34 名
（うち⼥性 28 名 & 男性 ６名） 計 51名

8/20 ㊐ 13︓30〜15︓30 ☀晴れ ☀
会場︓田川市男⼥共同参画センター
プログラム（木藤アドバイザーお手製）

まちづくりを応援いただくために
キックオフに相当たるご来賓、マスコミ3社に来ていた
だきました︕
市⻑をはじめ部課⻑など⾏政関係者。議⻑・副議⻑、県
議会議員など議会から。後藤寺にある学校⻑や、⾦融機
関⽀店⻑、平成筑豊鉄道、企業代表などなど・・・
みなさん、「私は（弊社は）後藤寺のために・・・」と
温かな応援のお⾔葉をたくさんいただきました。
ご来賓もこどもも大⼈もみんな胸キュン♪
実⾏委員⻑あいさつでは、高校時代の胸キュンの後藤寺
初デートの思い出をメロメロに話し・・・みなさん緊張
もほぐれ和やかに。市⻑も講話の出だしは、後藤寺デー
トの話から始まり〜♪ 毎回、実⾏委員⻑挨拶は、ただ
ただ楽しいばっかりの盛り上げ役です（笑）
後藤寺の思い出話〜これからの後藤寺にかける思いを
市⻑は、⼦供時代から馴染みある後藤寺での思い出〜
昨今の、⽥川市⺠プールがひと夏に8万人の来場があ
り、いいかねPaletteへ世界中から人が訪れるのを、な
んとか後藤寺でも回流できる手段や仕組みづくりに繋
げたいと、熱く熱くお話いただきました。
集まった多数のメンバーの盛り上がりを⾒て、「3月
の市⻑へのプレゼンテーションを楽しみにしていま
す︕」と。

実⾏委員⻑挨拶︕

相当たるご来賓の中、30数年前の高校1年の時の後
藤寺初デートの思い出を語りだし〜♪会場の中学生
〜80代までキュン♥となりました。

「猫すら歩かない」と言われた商店街を4年で再⽣さ
せたまちづくりのプロがやってきた︕
縁もゆかりもない⽥川に、後藤寺に、たまたまこの事
業説明会で基調講演したがゆえに、巻き込まれてし
まった木藤アドバイザー。全国を飛び回るお忙しい中、
スケジュール調整して、毎月、毎月、後藤寺に来てく
ださいました。やるからには⼀⼼同体︕と、たがたん
Tシャツをユニホームに♪
毎回、意⾒をホワイトボードにまとめてくださったり、
振り返りの資料をプロジェクターでわかりやすく説明
くださったり・・・屈託ない笑顔で、さすがのプロ
フェッショナルな木藤さんに導いていただき、感謝感
田川市⻑講話
謝の実⾏委員&参加メンバー︕しかも、楽しい♪
市⻑の後藤寺への思いを熱く語っていただきました︕

⽊藤アドバイザー紹介

毎回たがたんTシャツで参加︕

参加メンバー集合写真 20代〜80代♪

第1回

グループディスカッション

後藤寺のまちの魅⼒と課題・発表

☀晴れ☀

参加者アンケート
・できる事の優先順位など、考える要素を知ることができてよ
かったです。パワフルな方が⽥川にいらっしゃることを知れたと
いうのもよかったです。（20代⼥性）
・⼥性が積極的に発⾔していた。市⻑も出席されたところがよ
かった。（50代⼥性）
・若い方の意⾒に希望を感じた。（70代⼥性）
・具体的で前向きで、実現できそうな気がした。若い人との出会
いに感謝、パワーをもらいました。（80代⼥性）

⽊藤アドバイザーと実⾏委員⻑から進⾏説明
みなさん真剣に聞き⼊ってます︕

まずは、後藤寺のまち全体をあらためて把握するため地
図を用意しました。

グループディスカッション

後藤寺商店街の現状を把握するため、店舗や空き店舗情
報を⼿書きの地図に。

5班に分かれて共有した後藤寺のまちの魅⼒と課題を
班ごとに発表︕

後藤寺のまちの地図を⾒ながら、各⾃まず魅⼒と課
題を掘り起こし︕
みなさん真剣に妄想しています︕

グループディスカッション

各⾃記⼊した後藤寺の魅⼒と課題を地図に貼って
いきます︕

グループディスカッション

各⾃が思う後藤寺の魅⼒と課題をクループ内で共
有します︕みなさんとにかく真剣です︕

第2回「応援の連鎖がまちを変える
〜日南市油津商店街再⽣事業〜」
★公開講座

講師

8/20㊏
天気 晴れ ☀ ☀晴れ ☀
9/10㊐
13︓30〜15︓30
会場︓田川⻘少年⽂化ホール

⽊藤亮太★

参加者 一般118名 メンバー・実⾏委員 41名 計159名
（うち⼥性33名 & 男性 8名）

参加者アンケート

・まちづくりは⼀人ではできない。多くの人たちの想いで活性化
していくことを学びました。（30代男性）
・何かできそうな気がする。やる気になった。（40代男性）
・まちづくりの活性化のためには、人（若者）をうまく巻き込む
必要があることがわかった。（40代男性）

お約束の夫婦漫才のような実⾏委員⻑挨
拶&木藤アドバイザーの紹介コーナー
時にはみなさんに背中を向けたり・・・

・油津再生の謎が解けました。人間⼒×⾏政×⺠間×情熱×ス
ピード感×次世代×機会の活用×地元愛の掘り起し×本気度×地
方から起こる革新（ローカルイノベーション）（50代男性）
・⽥川も再生できるのではとわくわくしてきました。後藤寺商店
街だけでなく、⽥川全体が明るくなれるのではと希望が出てきま
す。（50代⼥性）
・商店街だけでなく、まち全体の活性化についてのお話を聴かせ
ていただきました。楽ではないが、希望を感じさせてくれる講演
でした。大人、⼦ども、年齢、性別に関係なく、⾃分の今後の方
向性を考えるきっかけであったり、ヒントになるものだと思いま
した。（50代⼥性）
・地元の若い人たちがいつでもチャレンジできるまち、次の世代
が誇りをもてるまちなど考えさせられました。（50代⼥性）
・分かりやすく希望が⾒えた。木藤さんの熱意が伝わりました。
（60代⼥性）

他地域での講演会でも、後藤寺まちづくりの
話をしてくださってるそう︕

木藤アドバイザーが、油津商店街でやって
きた4年間の歩みを惜しげもなく全公開︕
⾸⻑や⾏政職員も多く参加していたことか
ら、⽇頃の講演では⾔わないことまで・・
「本当にいいたいことが全部⾔えてスッキ
リしました︕」と木藤アドバイザースッキ
リ︕講演は休憩もなく時間を延⻑するほど
でしたが、⼀人として席を⽴つ方もなく、
みなさん真剣に聞き⼊っていました︕

後藤寺中学生や⻄⽥川高校生も多数参加︕

⾏楽⽇和の快晴の⽇曜⽇にもかかわらず、150名を超える参加者︕
この⽇をきっかけにメンバーに加⼊した方も︕

第3回

後藤寺のまちを歩いてみよう︕
フィールドワーク♫&交流会

参加者アンケート

10/29 ㊐ 10︓00〜16︓00 ☂のち☀のち☂
会場︓後藤寺商店街振興組合&後藤寺のまち

参加メンバー・実⾏委員 44名
（うち⼥性26名 & 男性 18名）

プログラム（木藤アドバイザーお手製）

・この企画を通して後藤寺の多くの発⾒を⾃分で知ることができ
ました。普段コミュニケーションをとることができない大学生や
大人の方々との貴重な交流がたくさんできました。（10代男性）
・まちを実際に歩いて⾒ることで今まで全く知らなかった情報を
集めることが出来て、まちづくりを考える上でとても必要なこと
だと思いました。 （50代⼥性）
・⾃分の住んでいるまちを別の視点から⾒てもらい、いろいろな
気づきがあった。（50代⼥性）

台風が接近し、どしゃ降り︕各地イベントが中⽌となる中、
決⾏︕実⾏委員⻑挨拶で、「私は晴れ⼥です︕私が主催し
たイベントは全て晴れました︕みなさんがまち歩きスター
トするときは、必ず⾬が上がります︕」と、⼒強く声にし
ました︕
ナントびっくり︕まち歩きスタートから終了までの約1
時間半の間だけ、⻘空が…………
参加者は、後藤寺のまちの全10⾏政地区/10班に別れ、地
図をみながらまちを歩いていただき、スマホで写真をメー
ルに配信いただきました。
⾞では⼊れないような路地、後藤寺に暮らす人からは古
いだけの何にもない街並みが、他地域から参加した人に
とっては、かなり魅⼒的だったり。あらためて『気づき』
を得た⽇となりました。
10班もあるため、発表はタイマーで3分測定。即興なのに、
時間内にまとめて伝える素晴らしい発表でした︕同時にプ
ロジェクターで、撮ったばかりのまちのスポット写真を即
投影。便利なテクノロジーの時代ですね。発表を聞いたみ
なさんが⾏っていない地区にも『⾏ってみたーい︕』とな
り、魅⼒の伝え方がみなさん上手いです︕
毎⽇の通学路である中学生は、課題も⾒つけ、即対応案
まで発表しました︕素晴らしい‼「歩くと気づく︕歩くと
⾒つける︕」

こんなところ初めて〜♪
昼は雰囲気いいけど、夜は怖いよね・・

わ、ここにこんなお店が〜♫
今度またゆっくり来よう︕

まちづくり

まち歩きから戻るとすぐにディスカッション︕
後藤寺のお弁当も⾷べながらディスカッション︕

3分でまちの魅⼒と課題を発表︕10班とも魅⼒の伝え⽅が上⼿い︕

駄菓子ちょっとバル
懐かしい駄菓⼦で、ノンアルビール ⽊藤さんからお宝、秘宝話がたくさん︕
やジュースで交流会♪
みなさん興味津々♫

地図に前のめりの中学⽣たち

第4回

未来を形に︕
11/12 ㊐ 10︓00〜12︓30 ☀晴れ ☀
思い描くまちの未来予想図を作ろう︕ 会場︓田川市男⼥共同参画センター

参加者アンケート

参加メンバー・実⾏委員 33名
（うち⼥性19名 & 男性 14名）

地元に精通した中島実⾏委員が、
まち歩きからわかったことを振り返り

・年代ごとに分かれて、同じ視点で議論できたので話が発展した。
（40代⼥性）
・世代別に考えたのが特によかったと思います。私たちの事とし
て集中できました。（40代男性）
・10代〜70代以上という幅広い年代の人だったから、考えるこ
とが全然違うだろうと考えていましたが、同じ意⾒もあり⾯⽩
かったです。（10代⼥性）
・若い人は若い人のアイデア、アートでのまちおこし、高齢者な
らではの発想など幅広い意⾒が出てよかった。（70代⼥性）

年代別に班に分かれて3つの視点で︕
視点1≫後藤寺に住んでる人が後藤寺
に集まるには︕
視点2≫⽥川市内に住んでる人が後藤
寺に集まるには︕
視点3≫市外から訪れた人が後藤寺に
集まるには︕

田川後藤寺まち歩き現状マップ
木藤アドバイザーが作ってくだ
さいました︕これを⾒ながら年
代別にディスカッション︕

ワイワイ盛り上がり、
具体的にイメージして発表︕
出るわ出るわっ
年代ごとに異なる目的やイメージ︕
しかし、目的は違っても、共通する
⾏動や願望もあり・・実に⾯⽩い︕
発表する代表者は、意⾒を上手くま
とめて、わかりやすく伝える⼒がつ
いている︕素晴らしい︕楽しい︕

今回はナント︕年代別に班分け︕

10代、20~30代、40代、50〜60代、70代〜
1班10代には中学⽣、⾼校⽣、引率の先⽣も︕

4班は・・・50〜60代︖かな(^-^;
⽩熱︕︕
各世代ごとに発表︕
非常に興味深い結果に、⽊藤アドバイザーも
ビックリ︕

10代・20~30代・40~50代・70代〜

年代ごと特徴が︕

第5回

「誰もが主⼈公になれるまち」
★公開講座

講師

12/10 ㊐ 10︓00〜12︓30 ☀晴れ ☀
会場︓田川市男⼥共同参画センター
⽊藤アドバイザーから前回までの振り返
りとまとめ

松田美幸★

参加者 一般15名 メンバー・実⾏委員 40名 計55名
（うち⼥性25名 & 男性15名）

みなさん、いよいよ形に〜とわくわく♪

参加者アンケート

・コミュニティデザインの大切さ。リーダーとしてのあり方。
そしてそれを⾏うための大切な資料の紹介。今回かなり希望
をもらえました。（10代男性）
・まちづくりの士気があがるような講演だったと思います。
どのようにまちづくりを考えたらよいかを、人生100年だっ
たり、無形資産だったり、さまざまな角度で話してくださり、
楽しかったです。（20代⼥性）
・アイデアがあっても実⾏に移せずにいることが多々ありま
すが、“どんどんやる”というお⾔葉を伺い、挑戦する気持ち
になりました。（40代⼥性）
・なんと⾔っていいかわかりませんが、とにかくやる気がで
ました。せっかちなのでBeing→Doing⼼がけたいと思います。
私にもまちづくり、何かできそうな気もしてきました。たく
さんやりたいことも思い浮かんできました。（50代⼥性）
・やることが大事。やってみる試してみる。それが成功の元
であること。（60代男性）

福津市副市⻑になられた前あすばるセンター⻑の松田さ
んの講演︕ご⾃分の人生を振り返りながら⽇本全国の
様々な地域で関わってきた経験と、グローバルな知識と
経験を、数値分析資料や、世界的成功者の⾔葉を通しな
がらも、わかりやすく温かく、楽しくお話いただきまし
た。
13歳から86歳までの男⼥がみな魅了され、「僕もやっ
てみる︕私もやってみたい︕」と次々に声が♪
他大学の取り組みに触発され福岡県⽴大学生も宣⾔︕
「とりあえずやってみよう︕みんなで応援するよ〜︕」
勇気ある宣⾔に鳴りやまない拍手は、みなさん⾃分⾃身
に送るエールにも聞こえました。だって『誰もが主⼈公
になれるまち後藤寺』ですから♪

珍しく講義式の席ですが、講義の内容をみ
んでディスカッションタイム、ワイワイ♪

講師の松田さんは、みなさんのお席でもふ
れあいながら、お話〜♪

後藤寺ガッツポーズ︕
今村実⾏委員（右端）は、昨
年度の『ふくおか⼥性いきい
き塾』卒業生です︕「司会な
んて未経験ですけど・・・」
「大丈夫、今回初体験しま
しょう︕（実⾏委員⻑から指
名）」結果、初回から完璧な
司会ぶり︕さすが塾生です︕

⻄田川⾼校⽣の宣言︕
リーダーにはいろんなタイプがあると知り・・
後藤寺中学⽣も⾒事な感想を︕
福岡県⽴大学⽣の宣言︕
地域のお手伝いとしてではなく、
福岡県⽴大学生としてやりたい
ことを企画実⾏します︕

第6回

未来予想図をよりよいものに。
最終案をまとめよう︕

参加メンバー・実⾏委員 43名
参加者アンケート （うち⼥性25名 & 男性 18名）

1/14 ㊐ 10︓00〜12︓30 ☀晴れ ☀
会場︓田川市男⼥共同参画センター
プログラム（⾃分に出来ることを宣言する︕）

・どんなものがいいかとは考えたりするけど、そのために
⾃分が何をするかなどは考えなかったから、いい経験をし
た。（10代男性）
・⾃分⾃身もやろうという気持ちになりました。全体の空
気感もそのように盛り上がっていってるなと感じ、とても
わくわくしました。⾃分にも何かできるのではという高揚
感と嬉しさがこみ上げてきます。（20代⼥性）
・できることの決意表明がよかった。当事者意識が高まっ
た。（40代男性）

後藤寺商店街のおもちゃ屋の中島実行委員から、後藤寺ま
ちづくりがきっかけで、ひなめぐりイベントにて、空き店舗８軒
のシャッターを開けてマルシェをすることになったと報告。
実行委員長より、後藤寺商店街３委員を集めて宣言！中島
委員、お茶屋の今村委員、商店街で生まれ育った公門委員。
「この3人が中心になり、地域おこし協力隊と一緒に、4月から
も後藤寺のまちづくりとして女性が中心になって、商店街振興
組合などの力を借りながら継続してやっていきます！そして、
木藤アドバイザーも4月以降もやんわりと関わってくださいま
す！是非、みなさんも、今後もこの思いを応援していただきた
いと思います！」と。
人を巻き込むとき、応援の連鎖を望むには、まず中心となる
人の覚悟が必要ですね！ ３人の覚悟を聞いて、参加者の
みなさんも真剣に考えはじめ・・・

4つの観点で、後藤寺のまちづくりで⾃分にできることを
考えて、宣言する︕（証拠写真撮ります︕）
1 私（たち）が取り組みます︕
2 私（たち）の⼒を貸します︕
3 取組みを提案します!取り組む際には協⼒します︕
4 私（たち）はこんな取組をしています（情報提供）

後藤寺中学校の教師だっ
た⻑末先⽣（メンバー最年

⻑です♪）
お正月に教え⼦たちが還暦を
迎えたと集まり、先生から宿
題が。後藤寺に対する思いや
アイデアをレポート提出︕
全国の60歳の教え⼦たちからFAXやメールでふるさと後藤
寺への熱い思いが寄せられました。

宣言する覚悟︕
珍しくワイワイ♪
ではなく・・・
みなさん真剣︕
果たして、実際に
⾃分に何ができる
のか︖

⾃分にできることを宣言しました︕ナント︕私も、私もと宣言したくなる現象が︕あすばる松木さんや、他地域から
⾒学に来てた方まで・・・もしやこれは松田さんが講演で紹介した「TED. ムーブメントの起こし⽅」では︖

〜⾃分にできること宣言写真集〜

“ないものねだり” ではなく
“あるもの活かし” 後藤寺まちづくり ☀晴れ ☀

「私たちは、後藤寺のまちづくりで⾃分にできることを⾃分で考えて宣言しました︕」
（証拠写真撮られちゃいました♪）

第7回

みんなで作った未来予想図を
プレゼンテーション♪

参加者アンケート

参加メンバー・実⾏委員 45名
（うち⼥性27名 & 男性 18名）

・考えや改善していくところを話し、考えを深めることがで
きた。⾃分たちが⾏っていけることを確認できた。（10代
男性）
・回を重ねるごとにどんどんいろいろな意⾒が出てくるので、
来年度はもっと後藤寺の地元の方を巻き込んで、「まちづく
り」の意識づくりができたらよいです。（40代⼥性）

2/3 ㊏ 10︓00〜12︓30 ☀晴れ ☀
会場︓田川市男⼥共同参画センター
プログラム
市⻑へのプレゼンテーションのシナリオ
をみんなで考える
・オトナ世代からの⽣の声

30〜40代、50〜60代、70代以上
・若い世代からの⽣の声
中学生、高校生、大学生
※プレゼン発表者と⼀緒に各世代み
んなで考える︕

・多世代が集い、活発な意⾒交換ができていることがすばら
しい。（40代男性）
・たくさんの方がいろいろな意⾒を出し合ってまちづくりを
考える。このエネルギッシュな雰囲気がすごいです。
（50代⼥性）

木藤さんが、前回宣⾔して証拠写真
を撮った「⾃分にできること宣言」
を⼀覧表にしてくださいました︕
こうやって⾒ると圧巻です︕
お忙しい中市⻑が激励に︕
人にも⾃分⾃身にも改めて覚悟する
いつもフットワーク軽く、後藤寺商店街
⾃覚ができます。
から油津商店街にも何度も⾜を運ぶ市⻑
前回欠席者は、もちろんこの⽇に宣
「みなさんが7回に渡り、後藤寺のまち
⾔&証拠写真︕逃れられませんよ〜。 平成筑豊鉄道 河合社⻑もお づくりについて真剣に議論していただい
市⻑プレゼン前ですが、この⽇は最 ⾒えに︕
たことを、私も非常に嬉しく思っていま
終講座のため修了証書授与式︕また、 駅で人を呼ぶために、後藤 すし、また、どういう提案があるのか、
すぐに会えますが、なんとなく寂し 寺駅を平成筑豊鉄道のター とても楽しみにしています。」と。いつ
も温かで熱い市⻑、有難いです!!
いような・・・最年⻑86歳の⻑末先 ミナル駅の筆頭に︕と。
⽣は、講座&まち歩き&交流会全て
修了メンバー52名
皆勤賞です︕市⻑プレゼンも70〜
（⼥性35名
& 男性17名）
凄いです︕
80代を代表してプレゼンします︕
おめでとうございます‼

修了証書授与式

市⻑プレゼンの
シナリオ考え中!!

市⻑プレゼン
プレ発表

す、凄すぎる︕

実⾏委員⻑から、
この⽇の参加メン
バー全員に、⼀人
ひとり違う⾔葉を
添えて、修了証書
をお渡ししました。
13歳から86歳ま
で・・・お渡しす
る方が感無量です。

集合写真︕

市⻑プレゼンや報
告会でまた会える
ね♪みんな笑顔♫

ないある後藤寺実⾏委員
〜活動の感想とこれから〜 ☀晴れ ☀
⽊藤 亮太 アドバイザー
「4月からも後藤寺に来ます」
市⺠の市⺠による市⺠のためのワークショッ
プであったと思います。小さな⾔葉と小さな
実⾏委員 & アドバイザー & 田川
気づきが重なり合い、大きな動きと大きなチ
市男⼥共同参画センター職員です。
カラになっていく。これからが本番。私たち
がきっかけとなり、まちや⾏政やその他多く
の人々が動いていくことで、きっとまちはい
い方向を再認識して、進みはじめるでしょう。 実⾏委員⻑
花石 恵子
公門 友⾥絵
TAGATAN CLUB代表
後藤寺商店街で⽣まれ
後藤寺商店街でテレワ
ークスペースを運営し
育ちました。祖父が⼿
ています。
芸店を営んでいます。
今回の活動で後藤寺の可能性を
⾊々と再発⾒できましたが、何
よりの発⾒は、後藤寺を想い協
⼒してくれる人が、こんなにも
沢⼭いるということでした。
⼼強いこの応援を⽀えに、⾃分
を育ててくれた後藤寺のまちに、
少しでも恩返しができるよう、
主体となって活動していきたい
と思います。
中島 万智子
後藤寺商店街でおもちゃ
屋を営んでいます。
みなさんの前向きに取り組む姿勢に励まされ、勇気と希望と
信頼を⼼から感じてこの委員会に参加させていただいたこと
に感謝しています。
これから…というか私の中ではもう今年に⼊って具体的にど
んどん進んでいますが…若い方々と共にまずは後藤寺商店街
のまちづくりをプランニング&デザインして、楽しいちょっ
と⾏ってみたいまちづくりをやってみようと思います。
⼦供たちとは工作教室や遊びの空間をここ3,4年街中に作っ
ているので、ここをさらに認知していただけるよう学生たち
とさらなる活動を進めていきますが、もっといいアイデアか
らデザインができればと思っています。
このように 私は『つくって つなぐ⼈ 』にこれからなってい
こうと思っています。

原 房枝
田川市男⼥共同参画
推進室⻑（ゆめっせ）
私は⾏政職員の⽴場で参加しました。今回の講座は１０代
から８０代までの受講生が毎回楽しそうに参加してくださ
り、アンケートにも「わくわくしました」「やる気になり
ました」などの発⾔が多く⾒られました。普段私たちが企
画する講座は、どうしても堅苦しく、若い方の参加も少な
くなりがちです。今回のように毎回楽しみにしていただけ
る講座が実施できたのは、他の実⾏委員とアドバイザーの
おかげと大変感謝しています。また、今後の活動にもつな
がる⾒通しも⽴ち、今回の講座が地域のことを⾃分事とし
て考えるきっかけとなり、「誰もが暮らしやすいまちづく
り」がますます推進していくことを願っています。

「まちづくりは楽しい♪」と思っていただく
ために、まず私が楽しむ♫ことを大切にしま
した。みなさん宣⾔をする前に「花石さんに
巻き込まれました（笑）」と・・・そんなつ
もりはないですが、「楽しいから来てみな
い︖」と気軽に声をかけただけで、あとはみ
なさんが⾃らわくわくしながらも真剣に飛び
込んで⾏ったように感じます。きっかけづく
りがいかに大切かということを痛感しました。
この交流人⼝が関係人⼝となり、後藤寺のあ
らたな賑わいにつながればと思っています。
これからも『巻き込み⼈口』を『覚悟宣言⼈
口』に♪今回の取り組みはかけがえのない経
験と勉強になり、参加メンバーをはじめ、木
藤アドバイザー、⽥川市男⼥共同参画センタ
ー職員のみなさまに⼼より感謝いたします。

今村 千恵子
後藤寺商店街でお茶
屋を営んでいます。
まちが変わるチャンスに多くの人の声を届けた
い。それがこの講座のきっかけでした。
世代を超えた交流の中で、私⾃身にも多くの選
択肢が生まれ、まちづくりに対する思いがより
深まったという気持ちです。
グループワークやまち歩きで、後藤寺の魅⼒を
沢⼭発⾒することが出来ました。多くの人が後
藤寺というまちを応援してくれていることを
知ったのもそのひとつです。
沢⼭の“あるある”を持ったまち後藤寺の更なる
可能性を実感しています。
皆で作った後藤寺の輪をこれからも、連鎖反応
で大きく広げていきたいと思います。
これからは⻑期的なもの・短期的なもの実際に
沢⼭のことを考えていかなければなりません。
塾生の皆さんの、⾃分ができること宣⾔を受け、
元気塾で得たエネルギーをこれからは後藤寺に
住む私たちがひっぱって、まちづくりを続けて
いく覚悟です。私の中で点が線となり誰もが主
人公になれるまち後藤寺が、そう遠くない未来
に待っていると確信しています。

